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種別 級別等 申込書頒布期間（窓口） 書面申込受付期間 試験日 合格発表日 実施機関

土
木

1級　学科
2月21日（金）～3月31日（火） 3月17日（火）～3月31日（火）

7月5日（日） 8月20日（木）

研修センター

1級　実地
（前年度学科合格）

10月4日（日） 令和3年
1月15日（金）1級　実地

（当年度学科合格） 合格者宛通知

2級　学科（前期） 2月21日（金）～3月18日（水） 3月4日（水）～3月18日（水） 6月7日（日） 7月7日（火）

2級　学科・実地

6月22日（月）～7月21日（火） 7月7日（火）～7月21日（火） 10月25日（日）

令和3年
2月3日（水）2級　実地

2級　学科（後期） 令和3年
1月15日（金）

管
工
事･

電
気
通
信
工
事･

造
園

1級　学科
4月13日（月）～5月21日（木） 5月7日（木）～5月21日（木）

9月13日（日） 10月15日（木）

1級　実地
12月6日（日） 令和3年

3月3日（水）1級　実地
（当年度学科合格） 合格者宛通知

2級　学科（前期） 2月21日（金）～3月18日（水） 3月4日（水）～3月18日（水） 6月7日（日） 7月7日（火）

2級　学科・実地

6月29日（月）～7月28日（火） 7月14日（火）～7月28日（火） 11月15日（日）

令和3年
3月3日（水）2級　実地

2級　学科（後期） 令和3年
1月15日（金）

建
築
・
電
気
工
事

1級　学科・実地
1月17日（金）～2月14日（金） 1月31日（金）～2月14日（金）

6月14日（日） 7月17日（金）

振興基金

1級　実地
10月18日（日） 令和3年

1月29日（金）1級　実地
（当年度学科合格） 7月17日（金）～7月31日（金）

2級　学科のみ（前期） 1月17日（金）～2月14日（金） 1月31日（金）～2月14日（金） 6月14日（日） 7月7日（火）

2級　学科・実地

6月23日（火）～7月21日（火）

7月7日（火）～7月21日（火）

11月8日（日）

令和3年
1月29日（金）

2級　実地
（除く前年度学科合格）

2級　実地
（前年度学科合格） 1月31日（金）～2月14日（金）

2級　学科のみ（後期） 7月7日（火）～7月21日（火） 令和3年
1月22日（金）

舗
装

1級
1月17日（金）～2月28日（金） 2月14日（金）～2月28日（金） 6月28日（日） 10月28日（水） 道建協

2級

建
設
機
械

1級　学科・実地
2月3日（月） ～3月31日（火） 2月14日（金）～3月31日（火） 学科：6月21日（日） 8月4日（火）

建機協

－ 実地：学科合格・免除者宛通知 実地：8月下旬～
　　　9月中旬 11月19日（木）

2級　学科・実地
2月3日（月） ～3月31日（火） 2月14日（金）～3月31日（火） 学科：6月21日（日） 8月4日（火）

－ 実地：学科合格・免除者宛通知 実地：8月下旬～
　　　9月中旬 11月19日（木）

2級　学科のみ　第1回
2月3日（月） ～3月31日（火） 2月14日（金）～3月31日（火）

学科：6月21日（日） 8月4日（火）

2級　実地　第1回目 実地：8月下旬～
　　　9月中旬 11月19日（木）

2級　学科のみ　第2回 9月中旬から 9月23日（水）～10月21日（水） 令和3年
1月17日（日）

令和3年
3月9日（火）

2級　実地　第2回目 日本建設機械施工協会から送付 2月14日（金）～3月31日（火） 実地：8月下旬～
　　　9月中旬 11月19日（木）

種　　別…  土木：土木施工管理　管工事：管工事施工管理　電気通信工事：電気通信工事施工管理　造園：造園施工管理　建築：建築施工管理
電気工事：電気工事施工管理　舗装：舗装施工管理　建設機械：建設機械施工

実施機関…  研修センター：( 一財 ) 全国建設研修センター　振興基金：( 一財 ) 建設業振興基金　道建協：( 一社 ) 日本道路建設業協会
建機協：( 一社 ) 日本建設機械施工協会

技術レポート 

7
（主）宇奈月大沢野線県単独道路改良工事
におけるICT活用について

■■富山県新川土木センター入善土木事務所

9
H30小松バイパス能美地区道路改良その２他工事
冬季施工におけるコンクリートのひび割れ防止対策

■■加賀建設（株）

13
次世代型ビーコンによる作業員の可視化　NETIS：KT-180070-A
ビーコンを利用した入出坑、位置管理システム

■■（株）大本組

地域の動き 

3
＃土木の魅力発信、＃担い手確保、＃就業継続支援
建設業の元気を女性から！

■■にいがた土木女子会議

視　点

2 ワンチーム
■■富山県企業局次長・水道課長　舟田　浩志

平成29年６月設立発表キックオフ会議
▶P.3

技術レポート  【最後に問い合わせ先を入力してください。】 

 サブタイトル 

 タイトル 

主 宇奈月大沢野線県単独道路改良
工事における 活用について

会 社 名 

富山県新川土木センター入善土木事務所

 抄 録 
主要地方道宇奈月大沢野線は黒部市宇奈月町から富山市笹津の山間部を結ぶ路線です。

平成 年に本路線の黒部市宇奈月町栃屋地内において、融雪出水を原因とする路肩崩壊

により、すれ違いが困難な区間が発生し、交通のネックとなっていました。そこで狭隘区

間の解消を図るため、 を活用した切土拡幅による道路改良工事を実施しました。

本稿では、宇奈月大沢野線の道路改良工事における 技術の活用事例についてご紹介

します。

１ はじめに

主要地方道宇奈月大沢野線は黒部市宇奈月町から富

山市笹津に至る道路です。黒部市宇奈月町栃屋地内に

位置する本区間の周辺にはくろべ牧場や宮野運動公園

があり、休日には多くの人々が訪れます。本区間は、

平成 16～21 年度にかけ 2 車線への拡幅及び急カーブ

箇所の線形改良を進めてきたところですが、平成 28
年 3 月に谷側斜面が崩落する被害が発生し、崩壊部の

応急復旧は速やかに実施したものの、すれ違いが困難

な狭隘区間が約 30ｍ残っていました (写真-1)。 
本工事は再び 2車線の道路幅員を確保することを目

的として計画したものですが、山側斜面を切り込むこ

とで切土量が多くなることから、発注者指定型による

ICT 技術活用工事（土工）として取り組むこととしま

した。 

２ 技術活用

① 次元起工測量・設計図の 次元化

施工前に、無人航空機（UAV）用いた空中写真測量

により 3 次元起工測量を実施し(写真-2)、現況地形の 3
次元データを作成しました。これを 3 次元設計データ

と比較することによって土工量の照査を行ないました

（図-2）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

↓ここから入力してください。 

写真-1  工事着工前 

図-1  工事標準断面図 

切 土

狭幅員

主要工種

切土 Ｖ

法面整形

側溝工 Ｌ

舗装工

写真-2  UAV による空中写真測量 UAVによる空中写真測量▶P.7

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

図－８ ワイヤレス温度計による温度管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－９ 温度管理記録表 

 

          ６．沈下ひび割れの防止            

⑴打設中に発生する有害なブリーディング対策 

 前述した温度応力対策により、有害なひび割れの発生

は抑制できると考えられた反面、打設時期が冬季である

点や打込み高さの増加によってブリーディング量が多く

なる点を考慮すると、沈下ひび割れや表面気泡（水泡、

空気泡）に対する対策として不十分であると考えられた。 

以上より、本工事では有害なブリーディングを除去す

るために、１層当りの打設リフトを 50㎝以下とし、各層毎

に型枠振動機（図－１０）による締固めに加え、型枠天端

付近の気泡を、スページング棒（図－１１）で取り除くこと

で、沈下ひび割れやあばたを防止した。 

 

 

 

                                           

                                             

                   

 

図－１０ 外部振動機   図－１１ ｽﾍﾟｰｼﾞﾝｸﾞ状況       

⑵コンクリート表面の乾燥対策 

 打設直後は乾燥収縮によるひび割れが発生し易い。 

ゆえに、脱型直後の水分の蒸発によるひび割れを防止

するため、擁壁のコンクリート表面は保湿効果に優れた

高性能被膜養生剤を塗布し、乾燥収縮ひび割れを防止

した。（図－１２） 

 

                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図－１２ 高性能被膜養生材塗布 

 

              ７．おわりに                                   

今回は冬季の厳しい環境下での施工であったが工期

的に余裕があり、湿潤養生（型枠の存置期間）を長く確

保し、コンクリートの急激な温度低下や乾燥を防ぐことが

できた。しかし、工期や施工工程の制約から十分な養生

期間が確保できない場合、どのような養生を行うかは今

後の課題である。 

私たちは、土木工事におけるコンクリート構造物の長

寿命化を実現するため、現場で出来る限りの必要な対

策を行う責務がある。そのためには、コンクリート構造物

における劣化のメカニズムを理解すると共に、計画～施

工～養生までに至る、技術的知識を習得する等、技術

者として日々研鑽していきます。 

最後に、工事を施工するにあたり、ご指導いただきま

した金沢河川国道事務所の監督職員の皆様と協力会社

の皆様には、心より感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施工完了全景 外部振動機

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

図－８ ワイヤレス温度計による温度管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－９ 温度管理記録表 
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施工完了全景 スページング状況
▶P.9

メッシュ型EXビーコン「EXB」
▶P.13

技術レポート  【最後に問い合わせ先を入力してください。】 
送られ、携帯網からクラウド上のデータベースに蓄積

される。作業員の位置情報は、リアルタイムにブラウ

ザ上のアプリでパソコンやタブレット端末などで確認

することができる。 
 
３．システム構成 

（１）メッシュ型 EX ビーコン「EXB」（写真-1） 
① 近距離無線通信の低消費電力規格の

BLE(BluetoothLowEnergy) 規格に準拠（2.4GHz 
帯） 
② 無線メッシュネットワーク機能を搭載している

ため通信線が不要 
③ 仕様 
・外形寸法：W140×H187×D60(mm) 

    ・重 量：約 600g 
・動作温度：0～40℃ 

③ バッテリまたは AC100V が利用可能 
④ 柔軟なネットワーク構成により配置・増設が容易 

 
写真-1 メッシュ型 EX ビーコン「EXB」 

 
（２）モバイル用ビーコン「Tx」（写真-2） 
① EXB と同じく BLE(BluetoothLowEnergy) 規
格に準拠（2.4GHz 帯） 
② Tx を識別する ID とバッテリ残量などを発信す

る 
③ 仕様 
・外形寸法：W24.5×H46×D3.5(mm) 

    ・重 量：約 5g 
・動作温度：-25～75℃ 

④ 電力：ボタン電池（3V） 
 

 
写真-2 モバイル用ビーコン「Tx」 

 

（３）ゲートウェイ（写真-3） 
① NTT Docomo の携帯網を利用 
② メッシュ型 EX ビーコン（EXB）が受信したタ

グ情報（ID＋電池残量）と EX ビーコン情報を受

信し、プロトコル変換しクラウドのデータベースに

転送する。 
③ 仕様 
・外形寸法：W225×H141×D30(mm) 

    ・重 量：約 420g 
・動作温度：0～40℃ 

 

 
写真-3 ゲートウェイ 

 
（４）監視モニタ 
入場者（発注者、元請業者、協力業者）ごとに色で

区別し、現場内３D マップ上に ID 番号をプロットす

る。図-2 に示すように、1F、2F、3F の入場者は 
図形のサイズや色表示によって表現する。また、図-3
のように別モニタでは、同時に会社別に入場者の名簿

を表示する。 

 
図-2 ３D マップ表示画面 

 
 
 
 
 
 
 
 

図-3 入場者名簿表示画面 
入場者は会社別に色付き帯で表示し、会社名、役職、 

資格、入退場時間を表示している。 
 

シリーズ 
現場技術者の「知得」 

しっとく 

17
発注関係事務の運用に関する指針の改正について
（品確法第22条）

■■北陸地方整備局　企画部　技術管理課

「北陸の建設技術」への意見、ご感想が 
ありましたらお聞かせください。　 
E-mail:hokugi＠hrr.mlit.go.jp 

「i-Construction（アイ・コンストラクション）」とは？

国土交通省では、建設現場で働く労働者一人一人の生産性を向上させ、魅力ある建設
現場を実現する「i-Construction」の取り組みを進めています。
「i-Construction」は、＂ICT 技術の全面的な活用＂、＂規格の標準化＂、＂施工時期の平準
化＂等の施策を建設現場に導入することによって、建設現場のプロセスの最適化を図り、
もって魅力ある建設現場を目指す取り組みです。
本誌では「i-Construction（アイ・コンストラクション）」に関連する取り組みや建設

現場などの記事を読者の皆様にわかりやすく知って頂くために、当該記事に上記ロゴを表
示しています。
※�このロゴは平成30年６月１日に国土交通省が決定したロゴです。建設業界はもちろん、
業界を超えて社会全体から応援される取り組みへと「深化」するシンボルとなっています。

先輩なう！

25 人々を笑顔にする高速道路を創る！
■■中日本高速道路（株）　花田　大輝さん

職場紹介

21
街・人をつなぎ、心をつなぐ　快適な「道」づくりを目指して
豊かな社会を実現するためのＮＩＰＰＯの取り組み

■■（株）ＮＩＰＰＯ■北信越支店

23
～大正～昭和～平成～令和　時代を越えて
地域社会に貢献できる企業を目指します

■■（株）戸田組

新技術情報 

26 NETIS登録技術
■令和元年度登録技術

・超省施工配管トヨセフティ■
　【登録番号：HR－190005－A】■
　（株）トヨックス、aquatechnik■group■s.p.a.

・モバイル式歩行者板■
　【登録番号：HR－190006－A】■
　（株）植木組

オペレータを対象とした
情報化施工研修▶P.21

河川砂防工事▶P.23

サービスエリアの駐車マス改良工事
の現地調査の様子▶P.25

【別紙2】NETIS紹介シート

令和元年度に北陸地方整備局でNETISに登録された技術を紹介します。

技術名称 超省施工配管トヨセフティ

登録番号 HR-190005-A 区分 材料

申請者 株式会社トヨックス、aquatechnik group s.p.a. 問合せ先 0765-32-3122

令和元年度に北陸地方整備局でNETISに登録された技術を紹介します。

技術名称 モバイル式歩行者板　

登録番号 HR-190006-A 区分 製品

申請者 株式会社 植木組 問合せ先  0257-23-2205

４．従来技術との比較
【従来技術：通路として敷鉄板を使用し、カラーコーン及びバーによる簡易的な手摺りを有する仮設通路】
●経済性：32.01％向上　●工程：50％短縮　●品質：向上　●安全性：向上　●施工性：向上　●周辺環境への影響：向上

１．概要
①何について何をする技術なのか?
・建築設備(機械)空調配管工事の冷温水配管に用いるアルミ複合ポリ
　エチレン管・樹脂継手。
②従来はどのような技術で対応していたのか?
・配管用炭素鋼鋼管(ガス管)SGP管。
③公共工事のどこに適用できるのか?
・空調用冷温水配管(ファンコイル等)
④その他
・申請技術は、アルミ複合ポリエチレン管(70℃以下、許容圧力1.0MPa)を拡管し、
　PPSU※1を用いた樹脂継手と接続することで、ネジ切り等の必要がなくなり省施工を可能にする。
※1:PPSUとはスーパーエンジニアプラスチックのポリフェニルスルホン。

２．新規性および期待される効果
①どこに新規性があるのか?(従来技術と比較して何を改善したのか?)
・空調配管工事の冷温水配管を配管炭素鋼鋼管(ガス管)SGP管からアルミ複合ポリエチレン管(架橋ポリエチレン)に変えた。
・冷温水配管の接続部をネジ切りによる配管継手から専用工具で拡管し継手を締付ける施工方法に変えた。
②期待される効果は?(新技術活用のメリットは?)
・アルミ複合ポリエチレン管(架橋ポリエチレン)に変えたことにより、配管材が軽量化するとともに、腐食や潰食が抑制され、安全性と耐久性が向上した。
・アルミ複合ポリエチレン管(架橋ポリエチレン)に変えたことにより、イニシャルコストは低下するが、長期的なライフサイクルコストを考えた場合、配管交換が減り
経済的に有利となる。
・専用工具で拡管し継手を締付ける施工方法に変えたことにより、ネジ切りの必要がなくなり、熟練技術がなくても作業が標準化され、施工性の向上と工期短
縮が図られる。
③その他
・現状の課題として労働力人口減少によって、配管工の減少が挙げられる。
・新技術は、現状の課題に対して作業標準化できるシステムであるため、容易に配管工を創出でき熟練工不要で
　品質安定と工期短縮を実現できる。

３．適用条件・範囲
①適用可能な範囲
・掘削幅80cm以下　・乗入れ段差9cm以下(車椅子で通行する場合)
・積載荷重200kgf以下　・手摺りにかかる荷重14kgf以下
②特に効果の高い適用範囲
・新技術は、作業員が1人で設置撤去が可能なため、施工ヤードが狭く、重機で敷鉄板を設置できない現場において有効である。
・新技術は、作業員が1人で設置撤去が可能なため、人通りの多い市街地や商店街で迅速に歩行者の通路を確保する必要がある現場
において有効である。

３．適用条件・範囲
①適用可能な範囲
・5℃～70℃※1の温度範囲の冷温水に適用可能。
※1:JIS A 4008:2018 ファンコイルユニット 8 試験より、給水の状態 冷却時 入口水温7℃、加熱時
　入口水温60℃との記載があるため、5℃～70℃で試験施工を行い、空調配管工事の冷温水配管
　における適用可能な範囲を5℃～70℃とした。
・空調配管工事の冷温水配管で、配管外径(内径呼称)が16(13A)～75(65A)の範囲で適用可能。
・使用温度70℃以下で最大圧力1MPaまでの空調配管に適用可能。
・屋内配管(太陽光の紫外線に当たらない箇所)に適用可能。
②特に効果の高い適用範囲
・大小様々な配管径を用いる冷温水配管で、新技術は軽量かつ作業工程が削減できるため、工期が短く迅速と確実な施工を求められる場合に効果が高い。

２．新規性および期待される効果
①どこに新規性があるのか?(従来技術と比較して何を改善したのか?)
・従来のカラーコーンとバーによる簡易的な手摺りを、固定したアルミ製の高さ85cmの手摺りに変えた。
・従来重機により設置していた敷鉄板を、作業員が一人で簡単に設置できる製品に変えた。
②期待される効果は?(新技術活用のメリットは?)
・カラーコーンとバーによる簡易的な手摺りを、固定したアルミ製の高さ85cmの手摺りに変えたことにより、転落・転倒の危険性が低減され
安全性が向上する。
・重機により設置していた敷鉄板を、作業員が一人で簡単に設置できる製品に変えたことにより、設置撤去の作業効率が向上する。
③その他
・製品重量:セット重量34kg(歩行者板20kg、付属スロープ7kg×2)

１．概要
①何について何をする技術なのか?
・乗入れ段差及び掘削溝について手摺り付の仮設通路を作業員が一人で簡単に設置撤去する技術
②従来はどのような技術で対応していたのか?
・通路として敷鉄板を使用し、カラーコーン及びバーによる簡易的な手摺りを設置した仮設通路
③公共工事のどこに適用できるか
歩行者の仮設通路が必要な工事
・ガス、水道、下水道工事
・舗装工事
④その他
・踏板と手摺りが一体化されているため、踏板設置と同時に手摺り付の仮設通路が完成する。
・付属スロープの設置により、段差が解消され、車いすの通行も可能となる。

４．従来技術との比較
【従来技術：配管用炭素鋼鋼管(ガス管)SGP管】
●経済性：51.34％低下　●工程：46.67％短縮　●品質：向上　●安全性：向上　●施工性：向上　●周辺環境への影響：同程度

【トヨセフティ 管・継手の構造】

【トヨセフティ 配管写真】

【モバイル式歩行者板】

【寸法図】

超省施工配管トヨセフティ▶P.26
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モバイル式歩行者板▶P.26

■新潟鳥屋野線　施工状況
　新潟鳥屋野線は、新潟駅付近連続立体交差事業に伴い鉄道高架下を横断する４車線道路
として整備するものであり、平成18年度から事業を開始しています。
　令和元年５月に車道２車線及び歩道、自転車道を先行的に開通し、今までは狭隘な踏切
を通行していた交通が当路線に転換されるなど、南北市街地の一体化によるアクセス機能
の向上や自動車交通と歩行者、自転車の分離による安全性の向上が図られています。
　現在は、４車線化に向けた整備を進めており、令和２年３月の事業完了を予定しています。


